
Ⅰ.被災地産品提供事業者　４５事業者

所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

レンジでポン炭火焼魚セット（さば・しまほっけ・いか・かれい・さけ）

みなと八戸口福セット（八戸港産のさば・いか、大間産つるあらめ昆布の加工品）

アップルクーヘン（２個入）

【中村家】岩手丸（いくら・ほたて・うに・あわびの醤油漬）

【喜助】牛たん詰め合わせ（さくら野百貨店オリジナル詰め合わせ）

【鐘崎】大漁旗・鐘崎揚げ詰め合わせ（TK-02）

黄金海寿漬（いくら、あわび、数の子他の海鮮珍味）

岩手ブランド牛肉食べ比べセット（前沢牛、短角牛　盛りだくさん720g）

いわて短角牛ローストビーフ400g（噛めば噛むほど肉汁がほとばしる！！）

[岩手県]プティシュシュタナカ ロールケーキオリザ1本＆サクホロリ4種

[岩手県]久慈ファーム　三元豚佐助しゃぶしゃぶ＆ハム7点セット

[岩鋳]七つ森工房　南部鉄器ケトル「風」（2L）

 気仙沼港水揚げ厳選　旬の魚介詰合せ　松

ホテル観洋グループの総料理長が監修　気仙沼ふかひれ濃縮スープ6袋化粧箱入

第42回天皇杯受賞　あぶりさんま　2尾入5袋

牛たん塩仕込み

青森県 社団法人青森県物産振興協会 あおもり自慢産直SHOP

復興支援・住宅エコポイント事業
採択事業者一覧（第１次募集）

青森県 株式会社さくら野百貨店
青森・岩手・宮城の
うまいものお取り寄せ

岩手県 岩手県産株式会社
岩手県産NETSHOP！
うまいわ「旨い岩手」特別版

岩手県 株式会社ホップス まがりや.net

宮城県 株式会社阿部長商店
うまい！
三陸　気仙沼お魚いちば

別紙１

採択事業者 １０２事業者
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牛たん塩仕込み

厚切り芯たん塩仕込み

牛たん詰合せ(塩仕込み/味噌仕込み/厚切り芯たん/いぶり胡椒香味/薄切り牛たん)

開けた瞬間がたまらない！極上２ｋ木樽★愛情たらこ（無着色）

喜んで頂きたい贈り物★みなとの魚卵セット（大）風呂敷包み

楽しめるたらこと明太子セット（どちらも無着色） 500g

喜多方麺道楽8食チャーシュー付2セット

会州一純米酒1800ml6本

海鮮干しカレイ・キンキ・めひかり等

５Ｌサイズのズワイガニしゃぶ 600g

 ボイルズワイガニの剥き身棒肉850g

タラバガニ・ズワイガニかにしゃぶ食べ比べセット　1kg

毎日の食卓に！会津喜多方産　コシヒカリ　セット

会津ミード　　美禄の森（みろくのもり）

会津のこだわり　国産会津馬刺し　１Ｋｇ

純米吟醸夢酔月飲み比べセット

ほまれ華吹雪仕込　純米酒1.8L

榮川　大吟醸「榮四郎」 720ｍｌ

東北の栗の木でつくった座テーブル

東北の栗の木でつくったＴＶ台

東北の栗の木でつくったコースター（5枚1組）

宮城県 株式会社伊達の牛たん本舗
「伊達の牛たん本舗」
仙台牛たん専門店

宮城県 湊水産株式会社
宮城県石巻のお店です！
愛情たらこのみなと

福島県
株式会社
いわきテレワークセンター

ふるさとマルシェ

福島県 株式会社釜庄
カニしゃぶブームの
火付け役！！釜庄

福島県 株式会社しんたに
ゆうきの里
愛土”屋　あいづや

福島県 福島県酒類卸株式会社
福島県酒類卸株式会社
エコポイント事業

茨城県 株式会社駿河屋 手作り家具　頑固おやじ
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所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

大洗吉田屋オリジナル　デザート感覚 高級梅干し　『スイート梅』

大洗吉田屋オリジナル　水戸納豆と切干大根醤油漬のコラボ水戸伝統『そぼろ納豆』詰め合わせ

大洗加工天日干しひもの8種詰め合わせ

ろまんちっく村　栃木で人気のご当地ビール 10本セット（330mℓ×10本）

山久厳選　とちぎ和牛サーロインステーキ（A5等級　200g×2枚)

餃子舗　宇都宮みんみんの冷凍生餃子セット（15人前＜90個＞たれ付）

前沢牛すき焼きしゃぶしゃぶ　500g

牛たん「たん助」氷温熟成塩・味噌味・ねぎ塩味3種

宮城米（めだかの学校）　5kg

前沢牛しゃぶしゃぶ・すきやき肉　肩ロース肉600ｇ

茨城県のハム･ｿｰｾｰｼﾞ８種８品詰合せ

雪蔵仕込宮城県産ひとめぼれ5Kｇ

【かねふく】無着色からし明太子225ｇ

【味の浜藤】豊漁セット　（西京漬、こうじ漬、粕漬　計8切）

【プリマハム】　バラチャーシュー２本セット（合計750ｇ以上）

前沢牛サーロインステーキ２００ｇ×４枚

千本松牧場 スイートデザートセット(アイス＆チーズケーキ）

宮城県産ひとめぼれ 5kg

岩手県久慈市　久慈琥珀ペンダント

福島県二本松市　ブラジョイＳ

岩手県岩泉町　セラチタンパン切り包丁

魚沼産コシヒカリ10kg

茨城県 株式会社吉田屋
吉田屋
茨城県・大洗町
観光物産品（梅干・漬物）

栃木県 （株）ファーマーズ・フォレスト
栃木のお取り寄せ＆
贈り物　トチギフト

東京都 ＲＨトラベラー株式会社
★★復興支援NO１★★
東北うまいもの便！！

東京都 株式会社アルファーブレインズ
まごころいっぱい
お勧め特産品

東京都 伊藤忠商事株式会社
MOTTAINAIがお届けする
特産品グルメ

東京都
株式会社オリコビジネス＆
コミュニケーションズ

オリコＢ＆Ｃ被災地産品
住宅エコポイント

東京都 株式会社カタログハウス カタログハウス「通販生活」
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仙台牛肩ロースすきしゃぶ用800ｇ

阿武隈の紅葉漬、鮭のこうじ漬

南部鉄瓶 梅 （容量約1L）

前沢牛 しゃぶしゃぶ用　肩ロース肉650g

金札米ギフトセット2kg3袋

宮城県産ひとめぼれ８ｋｇ

喜多方ラーメン10食名所巡り

仙台牛　モモすき焼き（７００ｇ）

つくばしゃもセット（1セット、計1.9kg）

有機栽培　 高級わら納豆　『大天元』　大粒（300g×2本セット）

気仙沼ふかひれ濃縮スープ（広東風・四川風・チャウダー各2袋、化粧箱入り）

雪蔵仕込宮城県産ひとめぼれ30Kｇ

仙台牛希少部位焼肉セット（ミスジ・ハネシタ・三角バラ各200ｇ）

南部鉄瓶 ひこばえ

三陸釜石 中村家 岩手丸（海鮮漬）

喜多方生ラーメン14食入り (醤油味5食・味噌味2食)×2

伊達の一 海鮮粕漬B

岩手　銀河フーズの美味発見ロースハム　５００ｇ

栃木　千本松牧場のアイスクリーム　１１０ｍｌ× １０個

青森　おいらせ黒にんにく　６玉

東京都 株式会社京王百貨店 被災地産品販売

東京都 株式会社コンタン
日本百貨店厳選
「日本のすぐれもの」

東京都 シャディ株式会社 シャディ株式会社

東京都 株式会社食文化 うまいもんドットコム

東京都 株式会社ＪＴＢ商事
ＪＴＢ商事
住宅エコポイント係

東京都 日通商事株式会社
日通商事ショップ
産地直送 「鮮」

東京都 ファームス有限会社 ファームス産直ショップ
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所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

三陸海宝漬

牛たん味塩こしょう仕込み

食味ランキング特A一関産「ひとめぼれ」　10ｋｇ

「復興・地酒袋」青森・岩手・宮城・福島の純米酒4本セット

地ビールで岩手を応援！銀河高原ビール（缶）24本

 東北にも「焼酎」あり！福島・二本松の麦・米・芋の焼酎3本セット

会津喜多方らーめん豊穣香・芳醇香12食セット

宮城県産ひとめぼれ8kg

仙台牛希少部位焼肉セット（ミスジ・ハネシタ・三角バラ各100ｇ）

「味工芸」ハム詰合せ　乾塩熟成ベーコン約300g・本格焼豚約420g×各1個

復興箱だっちゃ～たまげ大福だっちゃ～（きびだんごや大福の詰め合わせ）

貴千贅沢かまぼこ詰合せ

特別栽培米　宮城県栗原産ひとめぼれ６ｋｇ

仙台牛　すきやき　（もも３００ｇ、肩ロース３００ｇ）

前沢肉牛三昧（モモ焼肉用８００ｇ、モモすき焼用４５０ｇ、肩ロース５００ｇ）

幻の和牛　倉石牛サーロイン　170g×2

土湯温泉　卵セット（卵卵玉手箱）

会津産特別栽培米セット　無農薬会津白虎米5kg、会津産ミルキークイーン5kg

会津塗 溜汁椀5個セット

南部鉄器　すき焼鍋

急須＆香立

新潟県上越市産コシヒカリ 10kg

東京都 株式会社ブランド総合研究所 地域ブランドお取り寄せ

東京都 株式会社升本総本店
被災地のお酒で応援！
江戸の酒商「升本總本店」

東京都 株式会社モバイルキャスト モノカ　プレミアム　ギフト

東京都
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
東京統括支店

ヤマトホームコンビニエンス
住宅エコプロジェクト

東京都 株式会社ユナイテッドスペース
株式会社
ユナイテッドスペース

東京都 株式会社４７ＣＬＵＢ
地方新聞社厳選の
お取り寄せ

東京都 リンベル株式会社
リンベルが選ぶ
被災地復興商品

新潟県上越市
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 かきもち150ｇ　6個セット（新潟県上越市安塚区産）

 雪中熟成吟醸酒｢小さな空｣720ml （新潟県上越市産）

米農家 外山米一の魚沼産コシヒカリ10kg

酒処 新潟の旨い酒　清酒「松乃井」「天神囃子」大吟醸720ｍｌセット

海藻(ふのり)つなぎの妻有(つまり)そば30把入

会津彫刻　ぐい呑み漆彫刻ペア

仙台牛　しゃぶしゃぶ用モモ1.1ｋg

前沢牛　しゃぶしゃぶ用肩ロース900g・焼肉用肩ロース600g

十日町限定 魚沼産コシヒカリ　５㎏

津南高原ジュース

熟成越後味噌

じょうえつ東京農大　JAS有機認証有機栽培コシヒカリ（白米）5kg×2袋

日本海の珍味詰め合わせ（大パック）

雪下人参ジュース98%（350ml×12本）

仙台味噌と糀味噌のギフトセット（朱樽入り）　3kg

【門崎丑】特選ステーキセット（ヒレ肉100g、ロース肉150ｇ）

仙台ぷりん　6個セット

青森県生ﾊﾑと八戸工場のｶﾆ缶詰合（日本ﾊﾑ 生ﾊﾑｘ2、宝幸ｶﾆ缶x2）

雪蔵仕込宮城県産ひとめぼれ10kg

前沢牛ﾋﾚｽﾃｰｷ　100g×2枚

新潟県 手づくり百人協同組合
新潟県上越市
雪だるま物産館

新潟県
財団法人
十日町地域地場産業振興センター

新潟県十日町市
『妻有の特産品を
お届けします！』

新潟県 株式会社ハーモニック
復興支援！
ハーモニックの被災地産品

新潟県 株式会社フレッシュライン新潟
株式会社
フレッシュライン新潟

新潟県 株式会社ゆのたに
株式会社ゆのたに
新潟食楽園

大阪府 株式会社アリエシステム
繁昌街まんねん
特産品市場

大阪府 株式会社エニシル
エニシルエコポイント
交換商品事務局
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所在
都道府県

事業者名 サービス名称 主な商品例

仙台　勝山館　手作り無添加ソーセージセット（Ｂ）

仙台 勝山館　牛タンカレー　５袋

前沢牛　すきやきモモ　９００ｇ

魚沼産コシヒカリ5kg

青森県の生ハムと八戸工場カニ缶詰合（生ハムｘ10、生ベーコンｘ10、カニ缶ｘ8）

前沢牛サーロインステーキ　200ｇ×2枚

岩手丸（イクラやホタテ、アワビなど海の幸）　400g

クレーマ・カタラーナ（130ｇ）とヌグダメルショコラ（200ｇ）セット

職人仕込牛たんしお味　130g×2箱

折爪三元豚「佐助」しゃぶしゃぶ　ロース／バラ／ポン酢

仙台　勝山館　手作り無添加ソーセージセットＡ

前沢牛　しゃぶしゃぶモモ　９００ｇ

濃縮ふかひれスープ　6ヶＣセット

前沢牛サーロインステーキ200ｇ・ヒレステーキ150ｇ×各2枚

喜多方ラーメン８食メンマ付

大阪府 株式会社クイック 株式会社クイック

大阪府 グッディポイント株式会社
グッディポイント
おすすめ特産品

大阪府 株式会社千趣会
ベルメゾン
被災地支援グルメ＆グッズ

大阪府 株式会社ベリー 『ベリー』いいもの特産品

兵庫県 株式会社アプコ
気仙沼フカヒレ・前沢牛・
喜多方ラーメン他
名品物産店
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Ⅱ.被災地商品券等提供事業者　３０事業者

所在
都道府県

事業者名

青森県 はちのへ共通商品券協同組合 はちのへ共通商品券

岩手県 岩手町商業協同組合 岩手町共通商品券

岩手県 大船渡商工会議所 大船渡地域商品券

岩手県 協同組合雫石町サービス店会 雫石町共通商品券

岩手県 せんまや共通商品券協同組合 せんまや商品券

岩手県 とうわ商業協同組合 とうわ商品券

岩手県 遠野すずらん振興協同組合 すずらん商品券

岩手県 八幡平市商工会 八幡平市共通商品券

岩手県 ひらいずみ商業協同組合 ひらいずみ商品券

岩手県 藤沢商業協同組合 ふじさわ共通商品券

岩手県 普代商工会 普代村共通商品券

岩手県 むろね商業協同組合 むろね共通商品券

岩手県 協同組合盛岡南ショッピングセンター ＮＡＣＳ商品券

宮城県 協同組合柴田スタンプ会 柴田スタンプ会商品券

宮城県 登米市振興協同組合 登米市共通商品券 とめ こマネ

商品券名称
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宮城県 登米市振興協同組合 登米市共通商品券　とめっこマネー

宮城県 株式会社日専連ライフサービス 日専連メロン協力商品券

宮城県 みやぎ生活協同組合 コープ商品券

福島県 協同組合おのショッピングプラザ おのタウンコムコム商品券

福島県 協同組合棚倉町商工振興会 棚倉ときめき商品券

福島県 二本松商工会議所 二本松市共通商品券

福島県 塙サービス会 塙サービス会商品券

福島県 船引町商業連合協同組合 船引町商業連合協同組合共通商品券

福島県 南会津町商業振興協同組合 南会津町商業振興協同組合商品券

福島県 梁川町商業事業協同組合 梁川町共通商品券　やながわ藩札

福島県 協同組合霊商スタンプ会 霊山町共通商品券

埼玉県 久喜カード事業協同組合 ふれあいカード共通商品券

埼玉県 栗橋商工会 栗橋地域共通商品券

東京都 伊藤忠商事株式会社 ファミリーマート・商品割引券

5 / 8 ページ



所在
都道府県

事業者名

東京都
株式会社
セブン＆アイ・ホールディングス

セブン＆アイ復興支援商品券

東京都 一般社団法人日本旅行業協会 復興エコポイント・オリジナル旅行引換証

商品券名称
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Ⅲ.エコ商品提供事業者　２７事業者

【エコ商品】　１８事業者

サービス名 主な商品例

【panasonic】液晶テレビ　ビエラ　32v型

特別栽培米・山形県産【つや姫】　5kg

白雪スクワランうるおいたおる　レギュラー

マルチパワーステーション（多機能付きＬEDライト）

ひえひえーるクールマット　Mｻｲｽﾞ

保温調理鍋　ほっとく鍋　New stage 26ｃｍ

MOTTAINAIせっけん（リサイクルせっけん）2個セット

MOTTAINAIべんりなタジン鍋

ポッカ 緑黄色野菜1日分（容量195g、60本入り）

ダイソン サイクロン掃除機 DC36THCOM

パイオニア ピュアモルトスピーカー　S-A4SPT-VP

ケルヒャー　家庭用高圧洗浄機　K2.030

サーモス　真空断熱パスタクッカー

エコブライド　単３充電器セット

象印　ＩＨ炊飯ジャー（５．５合）

リサイクル・廃棄対策　メディカル枕（整形外科の患者用に開発された医療仕様の枕）

ボ

事業者名

株式会社アリエシステム エコ＠アリエショップ

株式会社アルファーブレインズ お勧め環境プラスアルファ

伊藤忠商事株式会社 MOTTAINAIキャンペーン

株式会社エコノス エコノスセレクト

株式会社エニシル
エニシルエコポイント
交換商品事務局

株式会社 タ グ ウ タ グ ウ 「通 生
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リサイクル・廃棄対策　マキタの充電式クリーナー30/15(アイボリー）

アレルゲン抑制カーペット（ベージュ・８畳）

ボダム　ブラジル　コーヒーメーカー　ライムグリーン

高圧洗浄機

太陽光発電式ハイブリッド給電器

WWF　トイレットペーパー　12ロール　8個

サーモス 真空断熱2ウェイボトル

ソーラー式LEDセンサーライト

サーモス　真空断熱ケータイタンブラー（２９０ｍｌ）

花王　アタックネオ　香りのブーケギフト（４００ｇ×２・詰替え３２０ｇ×９）

シンプルスタイル　応急パンク修復性能　２０型折りたたみ自転車（６段変速）

生ゴミ処理機「ゼロボックス」

【軽量折畳自転車】YS-11Gツアラー(Xグレード)

リアルタイムで電力消費量を見える化！低価格電力測定器『はやわかり』

マイクロファイバー６柄セット

ステンレスオイルポット

生ごみ処理機　本体＋チップ材

株式会社カタログハウス カタログハウス「通販生活」

株式会社京王百貨店 エコ商品販売

株式会社三喜 SUNFUNNY　eco-note

シャディ株式会社 シャディ株式会社

ステップチェンジ株式会社 ステップチェンジ株式会社

株式会社千趣会 ベルメゾンのエコ商品

7 / 8 ページ



サービス名 主な商品例

【植物由来原料】多目的洗剤　ハイパーアミロン　２リットル

【LED】デスクライト　ＬＥＤＩＣＥＸＡＲＭＭＯＮＯスタンダード ホワイト

【国産材】東濃檜突っ張りシェルフ幅４５奥行２９ ナチュラル

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ「レグザ」

ＬＥＤシーリングライト

LED懐中電灯　色：白

【プラスチック製雨水タンク】コダマ樹脂ホームダム110Ｌ

【マイクロバブルシャワーヘッド】ピュアブルPurebble２

【家庭菜園水耕栽培キット】ホームハイポニカ601

新潟　南魚沼産コシヒカリ特別栽培米　５ｋｇ

静岡　有機栽培の深蒸し茶　上煎茶５０ｇ×２袋

北海道　下川のトマトジュース　１０００ｍｌ×３本

ソレアード　電気ケトル（1.0Ｌ）

マルチパワーステーション（多機能付きＬEDライト）

保温調理鍋　ほっとく鍋　New stage 22ｃｍ

シチズン　ソーラー電源電波時計（掛置兼用）

再生プラスチック鉢使用　セラアート「幸福の木」８号 

象印　ＩＨ炊飯ジャー（５．５合）

たためるＬＥＤライト(折りたためるスタンドライト）

事業者名

株式会社ディノス ディノスのエコ商品

東芝エルイーソリューション株式会社
復興支援・住宅エコポイント
エコ商品提供事業

株式会社日盛興産 エコショップ節水村

ファームス有限会社 ファームス産直ショップ

株式会社モバイルキャスト モノカ　プレミアム　ギフト

株式会社ユナイテッドスペース
株式会社
ユナイテッドスペース
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バンブ－トレイ（竹製盆／サイズ（約）：幅45×奥行26.5×高さ3.7ｃｍ）

〈シンプルスタイル〉16インチ折りたたみ自転車

【鉄道、バス、船舶の利用に係る乗車券等】　９事業者

所在
都道府県

事業者名

愛知県 名古屋市交通局 ドニチエコきっぷ

京都府 京都市交通局  トラフィカ京カード/市バス専用一日乗車券カード/市営地下鉄１dayフリーチケット

大阪府 大阪市交通局 エンジョイエコカード

大阪府 阪急電鉄株式会社 電車が一日乗り放題阪急阪神１dayパス

大阪府 株式会社名門大洋フェリー 名門大洋フェリー乗船利用券

兵庫県 神戸市交通局 市バス・地下鉄共通NEWUラインカード

香川県 高松琴平電気鉄道株式会社 ICカード乗車券IruCa及びチャージ引換券

福岡県 北九州市交通局 ひまわりバスカード

鹿児島県 鹿児島市交通局 ラピカ/ラピトレカ/一日乗車券

金券類名称

リンベル株式会社 リンベルが選ぶエコ商品
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